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【新型コロナウイルス関連(2020年)】 

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

新型コロナウイルス緊急対策マニュ
アル

齋藤 勝裕/編著 秀和システム 2020.4 4H/498.6/ｻｲ/ 1109780823

呼吸器内科医が解説！新型コロナ
ウイルス感染症-COVID-19-

粟野 暢康/監修・編集 医療科学社 2020.3 4H/493.78/ｺｷ/ 1109774016

新型コロナウイルス　正しく怖がるに
はどうすればいいのか

木村 良一/著，岡部
信彦/監修

扶桑社 2020.3 4H/498.6/ｷﾑ/ 0112133622

消毒と滅菌のガイドライン　2020年
版

大久保 憲/編集，尾家
重治/編集，金光 敬二
/編集

へるす出版 2020.2 4H/498.6/ｼﾖ/ 1109771665

図解新型コロナウイルス職場の対策
マニュアル

亀田 高志/著 エクスナレッジ 2020.4 4H/498.8/ｶﾒ/ 1109797702

【新型コロナウイルス関連雑誌(2020年)】 

6 J-IDEO  4巻2号　通巻19号 中外医学社 2020.3 /493/ｼｴ 1109741106

【感染症対策】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

7
シチュエーションに応じた消毒薬の
選び方・使い方

尾家 重治/著 じほう 2014.3 4H/491.72/ｵｲ/ 1107704494

8 みんなの消毒薬 森 健/編著 南山堂 2013.3 4H/491.72/ﾓﾘ/ 1107078402

9
猛威をふるう「ウイルス・感染症」に
どう立ち向かうのか

河岡 義裕/監修 ミネルヴァ書房 2018.2 4H/491.77/ﾓｳ/ 1108923879

10 シナリオで理解する!手指衛生　2 へるす出版 2013.2
4H/492.911/ｼﾅ
/2

1107077909

11 感染症と私たちの歴史・これから 飯島 渉/著 清水書院 2018.8 4H/493.8/ｲｲ/ 1109066553

12 感染(うつ)る 赤江 雄一/編
慶應義塾大学出
版会

2019.9 4H/493.8/ｳﾂ/ 1109607158

13 グローバル時代のウイルス感染症 西條 政幸/編著 日本医事新報社 2019.1 4H/493.87/ｻｲ/ 1109361087

感染症 ブックリスト

　このリストでは、当館にある感染症に関連する本の一部を紹介しています。

1
【内容】新型コロナウイルスに関する最新の情報、政府の感染対策、家庭でできる感染対策などを易しく、わかりやすく解説す
る。致死率が高いその他のウイルス、怪しげな情報やデマに惑わされないためのウイルス対策Q&Aも収録。（TRC-MARCよ
り）

2
【内容】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疫学、感染力、症例、診断、画像所見、治療、予後、予防と対策などについ
て、呼吸器内科医がわかりやすく解説。2020年2月末時点で入手可能な科学的事実のみを記載する。（TRC-MARCより）

3
【内容】世界中で感染が拡大化している「新型コロナウイルス」。専門家会議メンバー12人のうちのひとりである岡部信彦氏監
修のもと、新型コロナウイルスの感染予防・治療につながる正しい情報をわかりやすくまとめる。（TRC-MARCより）

4

【内容】消毒・滅菌の基本的な考え方や消毒薬の使い方、感染症(病原体)別の消毒法、多様な滅菌法の原理・適応など、院内
の消毒・滅菌に必要な知識を網羅。新型コロナウイルス感染症の情報も掲載する。（TRC-MARCより）

5
【内容】社員が感染したら? 風評被害を避けるには? オフィスの感染危険度は? 労働衛生コンサルタント医師が、新型コロナウ
イルス感染症の基礎知識や、社員と職場の対策をQ&A形式で解説する。（TRC-MARCより）
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

14 ウイルス大感染時代
NHKスペシャル取材班
/著

KADOKAWA 2017.1 4H/498.6/ｳｲ/ 0111758904

15 パンデミックを阻止せよ! 浦島 充佳/著 化学同人 2012.11 4H/498.6/ｳﾗ/ 0111246520

16 病棟で使える消毒・滅菌ブック 尾家 重治/編著 照林社 2014.2 4H/498.6/ｵｲ/ 1107617183

17 公衆衛生がみえる
医療情報科学研究所/
編集

メディックメディア 2018.3 4H/498/ｺｳ/ 0111239443

18
高齢者施設でできる感染制御マニュ
アル

吉田 正樹/編集 日本医事新報社 2018.11 4H/498.6/ｺｳ/ 1109264463

19
院内エリア&部門別“はじめてさん”
の感染

坂木 晴世/編著 メディカ出版 2019.8 4H/498.6/ｻｶ/ 1109609378

20
手指衛生関連製品をかしこく選びた
いときに

森兼 啓太/監修 メディカ出版 2017.11 4H/498.6/ｼﾕ/ 1108900729

21
手洗いの疫学とゼンメルワイスの闘
い

玉城 英彦/著 人間と歴史社 2017.2 4H/498.6/ﾀﾏ/ 1108653138

22
なぜ?がわかる高齢者ケアの感染対
策○と×

大西 尚子/編著 メディカ出版 2017.9 4H/498.6/ﾅｾ/ 1108803196

23 マスクと日本人 堀井 光俊/著 秀明出版会 2012.12 4H/498/ﾎﾘ/ 1106984543

24 のぞいてみようウイルス・細菌　1 北元 憲利/著 ミネルヴァ書房 2014.1 /491.7/ｷﾀ/1 1201671359

25
保健室で見る感染症の本　1
インフルエンザ編

近藤 とも子/著 国土社 2013.1 /493.8/ｺﾝ/1 1201517453

26
保健室で見る感染症の本　2
学校感染症編

近藤 とも子/著 国土社 2013.2 /493.8/ｺﾝ/2 1201530647

27 もっと知りたい!感染症

[科学技術振興機構科学
コミュニケーションセン
ターサイエンスメディアグ
ループ]

2015.3 /493.8/ﾓﾂ/ 1201800743

【手洗いについての紙芝居】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

28 ありがとうセッケンマン 田中 秀幸/作 画 教育画劇 1996 P//ｱﾘ/紙芝居 1201471503

29 ボクはせっけんくん 田島 かおり/作 絵 教育画劇 2014.1 P//ﾎｸ/紙芝居 0210625708

30 かぜヒッキーをやっつけろ! 礒 みゆき/脚本・絵 童心社 2013.11 P//ｶｾ/紙芝居 1201662002

31 てあらいぴっかぴか いとう みき/脚本・絵 童心社 2019.6 P//ﾃｱ/紙芝居 0210842539

32 ばいきんバイバイ! 仲川 道子/脚本・絵 童心社 1988.1 P//ﾊｲ/紙芝居 0210240571

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○請求記号　4Ｈ…3Ｆ健康・安心・防災スペース（健康・心）、P・・・2階こどもコーナー
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library/


